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山椒

■植物画：千 田 の ぶ こ（32回生）
（株）自然の薬箱　代表取締役

雌雄異株の落葉低木。葉には精油を含む油点があり、つぶすと芳香を放つ。春頃に黄
緑色の花が咲く。雄花は「花山椒」として食用にされ、雌花は若い果実、または完熟
したものを利用する。果実の直径は5mm程度、はじめ緑色で、9月～10月ごろに赤
く熟し、裂開して中の黒い種子が出てくる。赤く熟した果皮のみが生薬の「山椒」で
ある。健胃、整腸、駆風、駆虫作用を持ち、大建中湯や当帰湯などに配合される。

◆ 公募制推薦入学試験（卒業生子女要項）◆

特 集 ： 超 高 齢 社 会 に お け る 歯 周 病 治 療 の 役 割
特 集 ： 室内環境化学物質のトキシコロジーとレギュラトリーサイエンス
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Zanthoxylum piperitum  (Rutaceae)

城　
　

薬　
　
　

第 

30 

号

名
城
大
学
薬
学
部
同
窓
会　
　
２
０
１
７
年
３
月



同窓会の現状と組織改革委員会の発足について
　　　　同窓会会長　青　木　裕　幹……………………1
城薬のアイデンティティー
　　　　　薬学部長　平　松　正　行……………………2
平成29年度 卒後教育講座ご案内 …………………………3
卒後教育講座に参加して……………………………………4
新入生ミキサー………………………………………………5
ソフトボール大会……………………………………………6
名城大学大学祭〈八事キャンパス〉………………………7
ＯＢ進路懇談会に参加して…………………………………8
実務実習事前学習にご協力を
　実務実習運営委員長　教授　長谷川　洋　一………9～11
第7回名城大学薬学部 学生フォーラム 開催案内………12
2018（平成30年度）公募制推薦入学試験 ……………13
特集　室内環境化学物質のトキシコロジーと
　　　レギュラトリーサイエンス
　名城大学薬学部衛生化学研究室
　　　　　　　　　　　教授　神　野　透　人…14～16
特集　超高齢社会における歯周病治療の役割
　　　─ 健康長寿に働く歯周病治療 ─
　松本歯科大学 歯科保存学講座
　　　　　　　　　　　教授　石　原　裕　一…17～20
名城大学薬学部「同窓会研究助成 成果報告」
？型分子：テトラシアノシクロペンタジエニド（TCCp）
塩の合成・物性・触媒活性
　分子設計化学研究室
　　　　　　　　　　准教授　坂　井　健　男…21～27
母校研究室から30
　天然物化学研究室　　教授　井　藤　千　裕 ………28
大塚先生の訃報に際して
　　　　　　　　　　　　　　伊　庭　克　英…29～30
吉田謙二先生のご逝去を悼む
　生理学研究室　　　　教授　湯　川　和　典 ………31
恩師からの一言
　名城大学名誉教授　　　　　田　中　　　斉 ………32
シドニー大学・薬学部での研究留学を終えて
　薬物動態制御学研究室
　　　　　　　　　　　助教　奥　田　知　将 ………33
同窓生交流……………………………………………34～42
・第13回名城大学薬学部同窓交流会開催報告
・同窓交流会に参加して
・第13回城薬ゴルフコンペに参加して

・日本薬学会第136年会in横浜 同窓会懇親会 開催報告
・バドミントン部OB会 開催報告
・城薬ゴルフ部OB・OG会のご紹介
・繋がり続ける絆！facebook同窓会グループ
活躍する同窓生………………………………………43～44
・マナー（接遇）講師として足元から世の中を変えていきたい！
・創業90周年を記念して
最近の卒業生の声……………………………………45～54
・薬剤師5年目を迎えて感じること
・病棟業務を通じて
・今日の失敗は明日の糧となる
・病院薬剤師としてのやりがい
・患者さんのアドヒアランス向上に貢献
・薬剤師になり経験し学んだこと
・「日々学び成長できる実感。毎日が充実しています。」
・行政で働く薬剤師
・仕事、踊り、充実の2年間を振り返る
・調剤併設型ドラッグストアにおける薬剤師の役割とは？
支部だより　・北海道支部　・金鯱会……………55～56
クラス会開催…………………………………………57～63
・1回生 2016 最後の33青春の会
・昭和42年入学・46年卒業 同窓会
・第16回生同窓会を振り返って
・29回生クラス会報告
平成28年度薬学部同窓会　役員・支部長・代議員　名簿…64
平成27年度同窓会活動報告  ………………………65～69
・総務委員会　　・財務委員会　　・企画委員会
・会員管理委員会・学内連携委員会・情報広報委員会
校友会活動報告　伊　庭　克　英 ………………………70
評議員活動報告　丹　下　富　博…………………71～72
薬剤師再就業支援講座案内 ………………………………73
愛知県女性薬剤師会へのお誘い …………………………74
第49回日本薬剤師会学術大会報告………………………75
平成28年度 薬学部研究室別名簿  ………………………76
母校短信 ……………………………………………………77
　薬学部部活動所属人数表・大会成績 …………………78
業種別就職先一覧 …………………………………………79
同窓会年会費ご協力のお礼・納入者一覧…………80～85
住所不明者について ………………………………………85
同窓会会費（入会金）納入のお礼 ………………………86
広告 …………………………………………………87～105
同窓会誌「城薬」第30号への広告お礼 ………………108

第14回薬学部同窓交流会 第14回 城薬ゴルフコンペ
●日時：未 定
●場所：未 定

●日時：平成29年11月25日（土）

●場所：ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋
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名城大学薬学部同窓会

平成29年3月16日発行

日本薬学会137年会 in 仙台 

日　時　平成29年3月25日（土）18：00～
場　所　仙台国際ホテル
詳細は同窓会ホームページに掲載いたします。

http://www.meijo-yaku-ob.jp/

名城大学薬学部同窓会懇親会 開催のお知らせ

詳細が決まりましたら同窓会ホームページに掲載いたします。

受付 17：00から　開始 18：00から 午後3時30分～

名古屋市中村区名駅2丁目35番24号 詳細が決まりましたら、同窓会
ホームページに掲載します。

城薬30号　目　次

連絡先：名城大学薬学部同窓会事務局
TEL：052-837-0545　E-mail：soumu@meijo-yaku-ob.jp

第50回日本薬剤師会学術大会 in 東京 

日　時　2017年10月8日（日）18：30より
場　所　サルバトーレクオモ

東京都中央区銀座1-13-15
ダイワロイネットホテル2F

名城大学薬学部同窓会懇親会

＊詳細が決まりましたら同窓会ホームページに掲載します。
http://www.meijo-yaku-ob.jp/

同窓会事務局：〒468-8503　名古屋市天白区八事山150
　　　　　 　　FAX：052-837-0545
　　　　　 　　E-mail：joyakuob.jimukyoku@gmail.com

ホームページ：URL　http://www.meijo-yaku-ob.jp/
卒業生情報ページ　ユーザー名：joyaku27
　　　　　　　　　パスワード：hmcm60dy

※現在、事務局職員在中時間が不定期の為、連絡はFAXまたはメールでお願いいたします。

★★★同窓会事務局からのお知らせ★★★

～ 卒 業 生 の 皆 様 へ ～

平成29年度 代議員総会
日時：平成29年5月27日（土）

場所：ホテルサンルートプラザ名古屋

本誌80頁から85頁に記載されております同窓会年会費の納入状況をご覧
いただき、添付の専用振込用紙で継続納入をお願い致します。

尚、年会費の有効期限が切れてしまいますと「城薬」が届かなくなりますの
でお早目のご納入をお願い致します。
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同窓会の現状と組織改革委員会の
発足について

同窓会会長　青　木　 裕　幹（22 回生）

　名城大学薬学部同窓会会員の皆様におかれまして
は益々ご活躍の事とお慶び申し上げます。また、平
素から同窓会活動にご理解並びにご協力を賜りまし
て厚く御礼申し上げます。
　先ずは、昨年、熊本地方の大震災にて被災されま
した同窓会会員とそのご家族、並びにご親族の皆様
に謹んでお見舞い申し上げます。昨年、大学内で開
催しました平成２８年度代議員総会において、碇野孝
之熊本支部長から、熊本地方に在住の同窓会会員は
無事であることがご報告され、同窓生としまして安
堵したことを記憶しております。余震が継続する中、
復興には今後も大変な苦労が伴うかと存じますが、
一日も早く平穏な生活に戻られますことを心よりお
祈り申し上げます。
　平成２８年度の同窓会の主な行事としては、１０月９
日より名古屋市にて開催されました日本薬剤師会学
術大会に合わせて、１０月９日（日）、１９時より金山の
ANA クラウンプラザホテルグランコート名古屋に
て同窓会を開催致しました。今回は、例年秋に開催
している同窓交流会と合同で開催致しましたが、遠
方からの同窓生の方のご参加もあり、成功裏に終了
することができました。これも偏に地元の会員を初
め、遠方よりご参加頂きました同窓生会員の皆様の
お蔭と心より感謝申し上げます。
　さて、名城大学薬学部同窓会では、昨年より同窓
会組織改革委員会を発足し、将来の同窓会をより活
性化する為にはどのように取り組んでいくべきかを
検討して頂いております。本来、同窓会組織はボラ
ンティアで成り立っており、会員が仕事を持ちなが
らの活動となるため、仕事の業務が忙しいと同窓会
の活動がなかなか進められないのが現状です。その
為、アルバイトの方に同窓会の事務局員として業務
を補助して頂いております。しかしながら事務局員
は現在１名のみであり、同窓会執行部の方々に大き
な負担がかかっています。今後、更に同窓会活動を
充実させるためには、事務局の増強が必須であると
個人的には考えております。今後、同窓会組織改革
委員会でどのような方針が提案されてくるか解りま
せんが、今後の同窓会組織にとりまして、より良い
組織作りに繋がるような提案となることを期待した

いと思います。
　先日、長野県在住の会員より、現在、長野県下に
は１００名程の卒業生が在住しているが、その卒業生
が一堂に顔を合わせる機会がなく、長野県における
薬剤師不足を打破するためにも、意見交換できる機
会が欲しいとの要望が出てきました。そこで、本年、
長野県支部を設立する方向で現在計画を立てており
ます。名城大学薬学部の卒業生が一致団結できる長
野県支部を設立し、意見交換の場を提供できる組織
になればと考えています。
　長野県に在住の会員の皆様の積極的なご参加をお
願い申し上げます。
　最後に、今後の同窓会の主な行事予定をお知らせ
いたします。先ず、平成２９年３月２５日より仙台市で
開催されます日本薬学会第１３７年会に合わせて、３月
２５日（土）、１８時より、仙台国際ホテルにて同窓会
を開催する予定です。詳細が決まり次第、同窓会ホー
ムページにてご案内をさせて頂きますので、学会に
参加されます同窓会会員並びに教職員の皆様には、
奮ってご参加下さいますようお願い申し上げます。
また、１０月８日より東京都にて開催されます日本薬
剤師会学術大会に合わせた同窓会を、１０月８日（日）、
１８時３０分よりダイワロイネットホテル銀座２階、キッ
チンサルバトーレクオモ銀座にて開催する予定で
す。詳細につきましては、夏の校友会会報及び同窓
会ホームページにてご案内させて頂きますので、同
窓生会員の皆様には奮ってご参加頂きますようにお
願い申し上げます。更に、１１月２５日（土）、１８時より、
金山の ANA クラウンプラザホテルグランコート名
古屋にて、例年開催しております、同窓交流会を開
催する予定です。こちらにつきましても、詳細につ
きましては、夏の校友会会報及び同窓会ホームペー
ジにてご案内させて頂きますので、会員の皆様には
奮ってご参加頂きますようにお願い申し上げます。
　私ども同窓会役員は、今後も一丸となって同窓会
会員の皆様と名城大学薬学部の発展に寄与できるよ
う、更に精進して参りたいと存じます。今後とも皆
様のご理解とご協力をお願い申し上げ、私の挨拶と
させていただきます。



◇会　　場：名城大学薬学部　新1号館7階　ライフサイエンスホールおよび6階大会議室（変更の場合があります）

◇申し込み：〒468－8503　名古屋市天白区八事山150　名城大学薬学部卒後教育委員会
　　　　　　TEL 052－832－1151
◇問い合わせ先：早川　伸樹（内線2178；hayakan@meijo-u.ac.jp）　後藤　伸之（内線2176；ngoto@meijo-u.ac.jp）

◇受講料（4日間、参考資料代含む）：［本学卒］8,000円（同窓会年会費2,000円を含む。但し同窓会費既納者は6,000円）
　　　　　　　　　　　　　　　　　［他大学卒］9,000円
　　　　　　　　　　  　　　　　　（１日だけの受講・分割受講は設定いたしません。あしからずご了承下さい。）

◇定　　員：350名（大会議室50名を含む。なお定員になり次第、締め切らせて頂きます）

◇申込方法：本年度より申込方法がWebによる申し込みに変更になりました。
　　　　　・名城大学薬学部同窓会ホームページ　下記URLよりアクセスしてお申し込み下さい。
　　　　　　URL  http://www.meijo-yaku-ob.jp/
　　　　　・名城大学薬学部のホームページの「社会活動」からも同窓会ホームページにリンクしております。
　　　　　・Webによる申し込み受付の完了後、受講料の振り込み方法についてメールでご連絡致します。

◇申込期間：平成29年3月21日（火）～5月9日（火）

◆受講された方には：１．日本薬剤師研修センター研修認定　3単位（申請中）
　　　　　　　　　　２．愛知県病院薬剤師会生涯教育認定　2.25単位（申請中）
　　　　　　　　　　３．希望される方には「卒後教育講座履修証」を交付（但し、2日以上受講した場合に限る）

卒　後　教　育　委　員　会
（薬学部･薬学部同窓会共催）

9：00～9：30 講演１（9：30～11：30）

5月14日

（日）

7月9日

（日）

薬剤師向け

学術ビデオ

薬剤師向け

学術ビデオ

肺癌の診断と最新の治療

　藤田保健衛生大学医学部呼吸器内科学Ⅰ
　　　　　　　　　　　教授　今泉　和良　先生

地域医療・保健活動における薬剤師の役割

　弘前大学大学院医学研究科
　　　　　　　　　特任教授　中路　重之　先生　　　　　　　　　　

講演２（11：30～13：30）

薬剤師のための医療安全にかかる法的知識
　～対人業務に関する裁判例を参考に～
　中外合同法律事務所
　　　　　　弁護士・薬剤師　赤羽根秀宜　先生

6月4日

（日）

薬剤師向け

学術ビデオ

明日からできる薬剤師の臨床判断とトリアージ

　昭和大学医学部薬理学講座 医科薬理学部門
　　　　　　　　　　　教授　木内　祐二　先生

うつ病治療ガイドライン2016年改訂版について

　名古屋大学大学院医学系研究科　精神医学・親と
　子どもの心療学分野　　教授　尾崎　紀夫　先生

薬剤師が知っておくべき不妊症と更年期障害

　藤田保健衛生大学医学部産婦人科
　　　　　　　　　　准教授　西尾　永司　先生

8月20日

（日）

薬剤師向け

学術ビデオ

薬剤師に必要な慢性腎不全および透析患者への
薬物療法のポイント
　名古屋大学大学院医学系研究科　腎不全システム
　治療学　　　　　　　 教授　伊藤　恭彦　先生　

コンピュータを用いた新しい創薬

　名城大学薬学部生物物理化学
　　　　　　　　　　　教授　小田　彰史　先生

本年度は下記の日程で開催いたします。「実技研修」は開催しません。

平成29年度 日程ご案内卒  後  教  育  講  座
★ 本年度も４回開催します ★

懇親会のご案内（主催：名城大学薬学部同窓会）－参加費は無料です
卒後教育講座最終日 8月20日（日）の講演終了後に、薬学部学内で同窓会の主催で懇親会を開催する予定です。皆様のご参加を
お待ちしています。

学内に駐車スペースが全くありません。公共交通機関をご利用下さい。

− 2 − − 3 −

城薬のアイデンティティー

　薬学部同窓生の皆様には、日頃より本学部の教育・
研究活動および卒業生に多くのご支援を賜り、厚く
御礼申し上げます。
　２０１６年春に実施された第１０１回の薬剤師国家試験
は、全国の新卒者合格率が８６．２４％と昨年度から
１４％弱上昇し、難易度が若干改善されました。本学
部の新卒者合格率は９６．７６％（全国１０位、私学７位）
と好成績だったのですが、残念なことに多くの卒業
延期者が出てしまいました。低学年における基礎力
が付いておらず、最後まで成績の伸び悩んだ学生が
多くみられました。最近の出題傾向として、単に答
えを暗記するだけでは対応できない考えさせる問題
が多く出題され、国・公立大学の平均合格率が私立
大学の平均合格率を大きく上回っています。これは、
国公立大学が、薬剤師国家試験対策だけでなく卒業
研究にも力を入れ、考える力を養う教育を実践して
いることも一因かと思われます。考える力は、国家
試験に合格するだけでなく、就職してから、それぞ
れの現場において問題点を洗い出し、解決してゆく
能力の原動力にもなり、卒業後の活躍にも繋がるも
のです。本学部としましても、卒業後に活躍出来る
能力が身に付くような教育を実践していきます。そ
のためには、６年間の学生生活の中で、常に高いモ
チベーションを維持に繋がる教育プログラムを進め
ていかなければいけません。頼りにされる、かかり
つけ薬剤師になるためには、薬学的知識、技術ばか
りでなく、人間力、洞察力、コミュニケーション力

が必要で、大学には、こうした能力を持った地域医
療に貢献できる薬剤師の育成も求められています。
色々な垣根を越え、大学、病院、薬局、同窓会、薬
剤師会などが手を組んで、次世代の薬剤師を育成で
きればと考えています。ぜひ、ご助言、サポートな
ど宜しくお願い致します。
　八事キャンパスは、教育研究棟である新２号館西
に引き続き、２０１５年春、５号館跡に、新たな講義棟

（約２０００名収容可能）として新３号館東が完成しまし
た。同窓生念願のベンゼン池も復活し、６号館跡は、
広い芝生広場になっています。名城大学開学１００周
年を迎える２０２６年までには、残りの体育館、学生実
習棟、研究棟が建て替えられ、さらに明るいキャン
パスに生まれ変わる予定です。ぜひ、母校を訪ねて
頂ければと思っています。
　２０１５年度から新たな改定版薬学モデルコアカリ
キュラムによる教育が始まり、２０１７年度からは、い
よいよ改定版の実務実習が始まります。これまでの
伝統ある臨床薬学教育の実績に基づき、患者を中心
とした医療における“薬の責任者”として適切な薬
物治療に貢献できる能力を醸成するため、さらに
色々なプログラムを取り入れ、卒業後の色々な現場
で、より高い評価を頂けるよう努めてまいります。
同窓会の皆様の温かいご支援、ご理解を引き続き宜
しくお願い致しますとともに、一層のご指導、ご鞭
撻を賜りますよう、お願い申し上げます。

薬学部長　平　松　 正　行（24 回生）
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同窓会会費（入会金）ご協力ありがとうございました

同窓会会費（入会金）納入のお礼

同窓会会長　青　木　裕　幹

平成28年 4月新入生及び在校生御父兄各位に同窓会会費の納
入をお願い致しました処、下記の方々から、早速のお払込みを
賜りました。
お礼旁々まずはご報告申し上げます。

平成 29年 1月

（平成28年12月31日現在）

◇お問合せ先　財務委員会　E-mail：zaimu@meijo-yaku-ob.jp　FAX 052-837-0545

■入会金を納入された方は、卒業後 3 年間は年会費を免除いたします。

　◇編 集 後 記◇

　会員の皆様には、お元気でご活躍のこととお喜び申し上げます。

　今年も、地震、台風、火山の噴火など自然災害に襲われましたが北海道・東北・九州地方で被災された会員の皆

様にお見舞いを申し上げます。

　同窓会誌「城薬」30号をお届けいたします。1988 年 3月に当時の同窓会長板津邦彦氏の発案により年会費納入

者へ、楽しい会報、喜ばれる会報、ためになる会報、書棚に並べられる会報をと会誌創刊号が発刊されました。最

新の情報を盛り込み会員のためになる特集を組んでいこうということになり創刊号ではAIDSをとりあげ、広報委

員会でいろいろ情報を収集し原稿つくりに苦労した事が思い出されます。その後は製薬会社にお願いしたり、卒後

教育の講師の先生にお願いしたりして最新情報をお届けしておりますがお役に立っていますでしょうか。

　平成 18年度から薬学教育 6年制がスタートして 10年経ちました。薬剤師の業務内容も少しずつ変化してきてい

ます。調剤を中心とした業務から患者様の薬学的管理を総合的に行う「かかりつけ薬剤師」業務にフィーが今年度

からつきました。病院ではいわゆる病棟業務が従前から行われ評価されていますが、街の薬局でも・24時間対応・

在宅対応・健康サポート機能を持つ「かかりつけ薬局」へと向かっています。そろそろ高度な教育を受けた若い薬

剤師にバトンタッチする時期かもしれません。しかし、薬剤師を引退・退職はいつしますかとのアンケート結果に

よると、60歳未満が 20.3％、60〜 65歳未満が 30.0％、65〜 70歳未満が 24.7％、70〜 75歳未満が 7.2％、

75歳以上が 1.2％、引退しないが 7.0％でした。みなさんいつまでも薬剤師として頑張りたいんですね。

平成 29年 3月　　小　林　久　夫

安田　大悟

安藤　雅浩

安藤　詩乃

安藤　桃花

伊藤　　梓

伊藤　嘉野

伊藤　朱里

伊藤　清香

伊藤　和子

井上　凌子

宇野　綾菜

岡本江里佳

岡本　麻央

加賀なつみ

加古結梨佳

加順　梨紗

加藤芽生子

加藤　大輝

加藤有耶香

鎌田　朋見

丸田　知佳

岩田弥奈美

吉岡　　駿

吉村　　彩

吉田　健人

宮嶋亜沙美

宮林　　優

橋本　知沙

近藤　真央

金井　里帆

窪田　璃子

桑田　那月

犬飼　隼多

古川　大樹

向井　良太

糠野　力也

高瀬　果歩

今井友美子

佐藤　亮樹

細井　香七

細江　皓太

榊原　健人

三浦　里帆

山下　拓海

山口　美和

山本　梨菜

市川　千晶

市川　智啓

児玉　有希

柴田　真輝

柴田　梨奈

若山　剛大

若山　由奈

酒向　一憲

秋山　三太

秋山　祐香

秋田　優輝

勝山　紗代

小口　智也

小荒　詩織

小島　裕平

小嶋　治輝

小嶋夕梨奈

小畑　幸菜

小野　早香

小﨑　　華

松井　一貴

松浦　有紗

松岡　澄怜

松谷　麻央

松波　知里

松本　紗季

上川畑昂祐

新田　宮万

森　　　司

森崎　里香

森川　真衣

真野　雅世

辛島里帆子

水谷　健人

水野　一真

水野　真帆

水野　博之

水野　佑美

杉浦　茉季

杉岡　剛三

成瀬　綾香

西村悠里佳

青山あづさ

青木　公香

石原　瑠奈

石川　舜一

石﨑　愛弓

赤塚　隆介

川部　綺乃

浅田　和泉

曽根　綾太

相羽　優樹

草川　里奈

増田　　栞

村山　遥香

村瀬　瑞季

太田　早紀

太田早弥香

太田　遥香

大橋　　礼

大木　泉美

大野有希奈

竹内あゆり

中屋由希菜

中西　里菜

中村　実樹

中嶋　永理

中尾　隼大

朝比奈　海

長田日菜子

長尾　芳希

天池　彩乃

田岡　美幸

田口　理恵

田中　　葵

渡部　貴晶

渡邊　越百

渡邉　涼介

都竹　竜三

土屋　俊平

徳弘　直樹

内山　孝輔

内田　麻友

楠木麻菜美

波多野智大

梅村　夏帆

萩野　志織

飯田　優美

比嘉　有里

武田　和子

福島　健太

平野　天聖

北垣内　豪

北本　千晴

北澤　沙英

野村　真希

矢野　豪大

立蔵　るり

林　　沙紀

鈴木　風香

脇田　晴香

淺井　裕司

澤田亜依里

纐纈理紗子

藪　万有香

髙橋　礼貴

髙村　京香

髙田華苗枝
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広 告 掲 載 ご 協 力 あ り が と う ご ざ い ま し た

同窓会誌「城薬」第30号への広告お礼 同窓会会長　青　木　裕　幹

謹啓　早春の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚
く御礼申し上げます。
　さて、この度は、「城薬」第３０号に広告協賛をいただき、誠にありがとうございます。現在、名城大学薬
学部同窓会では同窓生の経営・勤務する会社及び薬局、団体等に限定し広告募集をさせて頂いておりますが、
今回も数多くのご応募を頂くことができました。
　今後とも同窓会活動にご支援・ご協力いただきますよう、宜しくお願い申し上げます。

謹白

　ご協力いただきました会社様並びに薬局様には重ねてお礼を申し上げるとともに、以下のように会社名
並びに薬局名を掲載させていただきます。

平成 29 年 3 月吉日

※広告及び会社名の掲載順は、カラー、白黒、原稿の大きさ、申込み順になっております。【広告掲載会社一覧】（敬称略）

☆ 次回の広告募集につきましては、後日、ホームページにて掲載いたします。☆

会社名・掲載ページ 会社名・掲載ページ

協和ケミカル株式会社 87 株式会社ファーマホールディング 88

株式会社スギヤマ薬品 89 ファーマライズホールディングス株式会社 90

たんぽぽ薬局株式会社 91 株式会社杏林堂薬局 92

イオンリテール株式会社 93 株式会社ファインメディカル 94

株式会社ハーズ 95 株式会社アインメディオ 96

株式会社スギ薬局 97 株式会社アイセイ薬局 98

天野商事株式会社 99 株式会社アマノ 99

株式会社海部調剤 100 株式会社サエラ 100

株式会社ユタカファーマシー 101 株式会社セイフフィールド 101

株式会社ティーアンドエイ 102 恒川薬局 102

日本調剤株式会社 103 株式会社サチのくすり箱 103

株式会社勝川薬局 104 株式会社薬局ミント 104

株式会社ファーマスター 105 クオール株式会社 105

中部薬品株式会社 105


